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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行株式】

種類 発行数 内容

普通株式 600,000株

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における

標準となる株式であります。

また、１単元の株式数は100株であります。

　（注）１　上記発行数は、平成29年２月６日開催の当社取締役会決議によります。

２　振替機関の名称及び住所は下記のとおりです。

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

 

２【株式募集の方法及び条件】

（１）【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 ― ― ―

その他の者に対する割当 600,000株 901,800,000 450,900,000

一般募集 ― ― ―

計（総発行株式） 600,000株 901,800,000 450,900,000

　（注）１　第三者割当の方法によります。

２　発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は会社法上の増加する資本金の額

の総額であります。

 

（２）【募集の条件】

発行価格
（円）

資本組入額
（円）

申込株数単位 申込期間
申込証拠金
（円）

払込期日

1,503 751.5 100株 平成29年３月１日 ― 平成29年３月１日

　（注）１　第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

２　発行価格は会社法上の払込金額であり、資本組入額は会社法上の増加する資本金の額であります。

３　申込方法は、総数引受契約を締結し、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとしま

す。

４　本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に割当予定先との間で総数引受契約を締結しない場合は、当該

株式に係る割当ては行われないこととなります。

 

（３）【申込取扱場所】

店名 所在地

株式会社シーアールイー 東京都港区虎ノ門二丁目10番１号

 

（４）【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社三井住友銀行　丸ノ内支店 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号

 

３【株式の引受け】

　該当事項はありません。
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４【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

901,800,000 13,000,000 888,800,000

　（注）１　発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

２　発行諸費用の概算額の内訳は、主にアドバイザリー手数料7,500千円、登記費用3,150千円、弁護士報酬

1,000千円等であります。

 

（２）【手取金の使途】

　上記の差引手取概算額888,800千円は、平成29年３月から平成30年７月までに、ＣＲＥロジスティクスファ

ンド投資法人への出資金に充当する予定です。ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人は、物流施設を主たる

投資対象として運用しており、当社以外からの出資も合わせた上で、当社で開発を進めている物流施設を取得

する予定です。

　当社は、グループ内で開発からテナント誘致、売却、運用・管理を一貫して行うことにより、不動産販売収

入、アセットマネジメント報酬、プロパティマネジメント受託収入を安定的に確保できる体制を構築しており

ます。ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人は、アセットマネジメント事業を営む当社子会社が資産運用を

行っており、当社開発物件を当該投資法人に売却した後も、アセットマネジメントやプロパティマネジメント

の受託等を通じて、当社グループが継続的に関与することができ、収益拡大が可能になると考えております。

　なお、当該手取金を超える資金が必要となった場合は、手元資金を活用いたします。また、実際の支出まで

は当社名義の銀行預金口座にて適切に管理いたします。

 

第２【売出要項】
　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社シーアールイー(E31441)

有価証券届出書（組込方式）

 3/15



第３【第三者割当の場合の特記事項】

１【割当予定先の状況】

ａ．割当予定先の概要

名称 ケネディクス株式会社

本店の所在地 東京都中央区日本橋兜町６番５号

直近の有価証券報告書

等の提出日

（有価証券報告書）

第21期（自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日）

平成28年３月25日　関東財務局長に提出

（四半期報告書）

第22期第１四半期（自　平成28年１月１日　至　平成28年３月31日）

平成28年５月16日　関東財務局長に提出

（四半期報告書）

第22期第２四半期（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

平成28年８月12日　関東財務局長に提出

（四半期報告書）

第22期第３四半期（自　平成28年７月１日　至　平成28年９月30日）

平成28年11月14日　関東財務局長に提出

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係

出資関係

当社が保有している割

当予定先の株式の数
該当事項はありません。

割当予定先が保有して

いる当社の株式の数
割当予定先は、当社の普通株式48,200株を所有しております。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術関係 該当事項はありません。

取引関係 当該会社の子会社より不動産のプロパティマネジメントを受託しています。

　（注）　割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係は、本有価証券届出書提出日現在のものです。

 

ｃ．割当予定先の選定理由

　当社グループは、物流施設の賃貸、管理、開発、仲介、及び投資助言を主たる業務としております。当社は平成

21年に創業し、その後平成22年に株式会社コマーシャル・アールイーからマスターリース事業及び賃貸管理事業を

譲受し、平成23年には株式会社天幸総建を吸収合併し営業基盤を拡大してきました。また、賃貸・管理ノウハウを

生かし、物流施設の開発も行っております。平成26年には、アセットマネジメント事業に進出し、グループ内で開

発からテナント誘致、売却、運用・管理を一貫して行うことにより、不動産販売収入、アセットマネジメント

フィー、プロパティマネジメント受託収入を安定的に確保できる体制を構築しております。さらに、平成27年に、

株式会社エンバイオ・ホールディングスと業務資本提携を締結し、持分法適用関連会社とし、平成28年には、ＣＲ

Ｅロジスティクスファンド投資法人を設立し、本投資法人の上場に向けた準備を進めております。また、平成28年

９月12日発表の「長期経営方針」において、受託資産残高の拡大によってアセットマネジメント事業をストックビ

ジネスの第２の柱へと成長させることを掲げております。

　このように当社グループは国内でも数少ない物流施設分野に強みを持つ企業として成長してまいりましたが、今

後も永続的に発展していける企業となるためには、業容拡大に併せた経営体制の強化や財務基盤の充実が不可欠で

あります。

　一方、ケネディクス株式会社の中期経営計画（2015～2017年）では、共同投資を中心とする不動産投資事業の推

進が重点施策とされています。

　不動産業界におきましては、平成28年４月、国土交通省が不動産投資信託（ＲＥＩＴ）を中心とする不動産投資

市場を、2020年頃に30兆円規模に倍増させる目標を設定し、官民が目標を共有し、その実現に向け不動産市場の裾

野と厚みの拡大に連携して取り組む必要があると発表しました。具体的な取り組みとして、「リートによる成長分

野（国際ビジネス・観光・物流・ヘルスケア等）の施設取得支援の継続・拡充」「耐震化、環境改修、観光・物

流・ヘルスケア施設の再生等を促進する為の不動産特定共同事業の充実」を掲げ、物流は、国際ビジネス、観光や

ヘルスケアとともに、需要が拡大する成長分野として位置づけられています。

　このような状況下のもと、当社とケネディクス株式会社との間で互いの経営資源、ノウハウを活用した業務提携

の可能性について協議を重ねてまいりました。その結果、当社は、ケネディクスから、Ｊ－ＲＥＩＴ運営事業及び
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ファンド事業の知見を得ることできる一方、ケネディクスは、当社から、当社主体の物流施設開発案件への共同投

資や当社グループが組成するブリッジファンドへの共同投資などの投資機会を得ることができ、両社とも提携先と

して相応しいとの結論に達しました。また、併せて第三者割当増資による資本業務提携を行うことで、当社として

は資産運用残高では最大手級のケネディクス株式会社の資本参加によって、信用力や財務基盤の強化につながり、

ケネディクスにおいては持分法適用関連会社として当社の利益の一部を決算に反映できることから、両社の企業価

値向上に向けた連携施策をより一層推進できるものと判断しております。

 

ｄ．割り当てようとする株式の数

当社普通株式　600,000株

 

ｅ．株券等の保有方針

　割当予定先であるケネディクス株式会社より、当社株式を長期的に保有する方針であることを、口頭にて確認し

ております。

　なお、当社は、割当予定先からは、割当予定先が払込期日から２年間において、本第三者割当増資により発行さ

れる当社普通株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対し書面により報告すること、当社が当

該報告内容を株式会社東京証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆の縦覧に供することに同意する

ことにつき、払込日に確約書を締結する予定です。

 

ｆ．払込みに要する資金等の状況

　当社は、割当予定先から、本第三者割当の払込金額（発行価額）の総額の払込みに要する資金は確保されている

旨の報告を受けております。また、同社の第22期第３四半期報告書（平成28年11月14日提出）に記載されている四

半期連結貸借対照表の現金及び預金の額を確認した結果、同社が本第三者割当の払込みに十分な現預金を保有して

いることを確認できたため、当社としてかかる払込みに支障はないと判断しております。

 

ｇ．割当予定先の実態

　割当予定先であるケネディクス株式会社は、東京証券取引所市場第一部に上場しており、割当予定先が同取引所

に提出したコーポレート・ガバナンス報告書（平成28年３月28日）に記載している「反社会的勢力排除に向けた基

本的な考え方及びその整備状況」を確認いたしました。また、過去記事の検索等による調査も行いました。その結

果、当社は、割当予定先及びその役員並びに主要株主が反社会的勢力と一切の関係を有していないことを確認して

おります。

 

２【株券等の譲渡制限】

　該当事項はありません。

 

３【発行条件に関する事項】

(1）発行価格の算定根拠及びその合理性に関する考え方

　発行価格は、本第三者割当増資に係る取締役会決議日の直前取引日（平成29年２月３日）の東京証券取引所市場

第一部における当社株式の終値1,502円を基準とし、割当先との協議から0.07％プレミアムの1,503円といたしまし

た。プレミアム率については、当社の企業価値向上を見込み、過去６ヵ月間の終値の単純平均値を参考に、両社の

協議の上決定しました。

　なお、上記発行価格1,503円は、本第三者割当増資に係る取締役会決議日の直前取引日までの過去１ヵ月間の終

値の単純平均値である1,514円に対しては0.73％のディスカウント、過去３ヵ月間の終値の単純平均値である1,525

円に対しては1.44％のディスカウント、過去６ヵ月間の終値の単純平均値である1,503円に対しては0.00％のディ

スカウント、となっていることから、特に有利な金額に該当するものではないと判断しております。

　また、発行価格について、当社監査等委員会（社外取締役３名により構成）より、日本証券業協会の「第三者割

当増資の取扱いに関する指針」に準拠し、割当予定先に特に有利ではなく、適法である旨の意見を取得しておりま

す。
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(2）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

　本第三者割当増資による新株式の発行数量は普通株式600,000株であり、平成28年７月31日現在の当社発行済株

式総数に占める割合は5.06％、議決権総数に占める割合は5.06％であり、一定の希薄化が生じることとなります。

　しかしながら、前記「第３　第三者割当の場合の特記事項　１　割当予定先の状況　ｃ．割当予定先の選定理

由」に記載のとおり、資本業務提携を行うことが当社の企業価値及び株式価値の向上に繋がるものと考えており、

本第三者割当増資による発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると判断いたしました。

（注）　平成28年７月31日現在の株主名簿を基準としておりますが、発行済株式総数及び議決権総数は、当社が、

平成28年11月１日付で実施した普通株式１株につき２株の割合での株式分割が、平成28年７月31日時点で

効力が生じていたものと仮定して記載しております。

 

４【大規模な第三者割当に関する事項】

　該当事項はありません。

 

５【第三者割当後の大株主の状況】

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

総議決権数
に対する所
有議決権数
の割合

割当後の所
有株式数
（株）

割当後の総
議決権数に
対する所有
議決権数の
割合

京橋興産㈱ 東京都渋谷区神山町20番37号 7,421,900 62.65％ 7,421,900 59.63％

ケネディクス㈱
東京都中央区日本橋兜町６番５

号
48,200 0.41％ 648,200 5.21％

ゴールドマン・サックス・アン

ド・カンパニーレギュラーアカ

ウント

（常任代理人　ゴールドマン・

サックス証券㈱）

200 WEST STREET NEW YORK,

NY, USA

（東京都港区六本木６丁目10番

１号）

607,200 5.13％ 607,200 4.88％

ゴールドマン・サックス・イン

ターナショナル

（常任代理人　ゴールドマン・

サックス証券㈱）

133 FLEET STREET LONDON EC4A

2BB U.K.

（東京都港区六本木６丁目10番

１号）

450,200 3.80％ 450,200 3.62％

公共建物㈱
東京都中央区京橋２丁目４番12

号
279,800 2.36％ 279,800 2.25％

日本トラスティ・サービス信託

銀行㈱（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番11

号
131,000 1.11％ 131,000 1.05％

みずほ信託銀行㈱（信託口）
東京都中央区八重洲１丁目２番

１号
103,000 0.87％ 103,000 0.83％

日水製薬㈱
東京都台東区上野３丁目23番９

号
97,800 0.83％ 97,800 0.79％

㈱東京ウエルズ
東京都大田区北馬込２丁目28番

１号
96,600 0.82％ 96,600 0.78％

日本証券金融㈱
東京都中央区日本橋茅場町１丁

目２番10号
57,400 0.48％ 57,400 0.46％

計 ― 9,293,100 78.45％ 9,893,100 79.48％

　（注）１　本第三者割当後の大株主の状況は、平成28年７月31日現在の株主名簿を基準としておりますが、所有株式数

は、当社が、平成28年11月１日付で実施した普通株式１株につき２株の割合での株式分割が、平成28年７月

31日時点で効力が生じていたものと仮定した株式数を記載しております。

２　割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式数に係る議決権の数を、平成28年７

月31日現在の総議決権数（118,466個）に、本第三者割当により増加する議決権数（6,000個）を加えた数で

除して算出した数値であります。
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　なお、平成29年３月１日に、本第三者割当増資とは別に、ケネディクス株式会社は京橋興産株式会社から株式を取

得する予定であり、下表は当該取得が行なわれることを前提としております。

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

総議決権数
に対する所
有議決権数
の割合

割当後の所
有株式数
（株）

割当後の総
議決権数に
対する所有
議決権数の
割合

京橋興産㈱ 東京都渋谷区神山町20番37号 7,421,900 62.65％ 6,180,900 49.66％

ケネディクス㈱
東京都中央区日本橋兜町６番５

号
48,200 0.41％ 1,889,200 15.18％

ゴールドマン・サックス・アン

ド・カンパニーレギュラーアカ

ウント

（常任代理人　ゴールドマン・

サックス証券㈱）

200 WEST STREET NEW YORK,

NY, USA

（東京都港区六本木６丁目10番

１号）

607,200 5.13％ 607,200 4.88％

ゴールドマン・サックス・イン

ターナショナル

（常任代理人　ゴールドマン・

サックス証券㈱）

133 FLEET STREET LONDON EC4A

2BB U.K.

（東京都港区六本木６丁目10番

１号）

450,200 3.80％ 450,200 3.62％

公共建物㈱
東京都中央区京橋２丁目４番12

号
279,800 2.36％ 279,800 2.25％

日本トラスティ・サービス信託

銀行㈱（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番11

号
131,000 1.11％ 131,000 1.05％

みずほ信託銀行㈱（信託口）
東京都中央区八重洲１丁目２番

１号
103,000 0.87％ 103,000 0.83％

日水製薬㈱
東京都台東区上野３丁目23番９

号
97,800 0.83％ 97,800 0.79％

㈱東京ウエルズ
東京都大田区北馬込２丁目28番

１号
96,600 0.82％ 96,600 0.78％

日本証券金融㈱
東京都中央区日本橋茅場町１丁

目２番10号
57,400 0.48％ 57,400 0.46％

計 ― 9,293,100 78.45％ 9,893,100 79.48％

　（注）１　本第三者割当後の大株主の状況は、平成28年７月31日現在の株主名簿を基準としておりますが、所有株式数

は、当社が、平成28年11月１日付で実施した普通株式１株につき２株の割合での株式分割が、平成28年７月

31日時点で効力が生じていたものと仮定した株式数を記載しております。

２　割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式数に係る議決権の数を、平成28年７

月31日現在の総議決権数（118,466個）に、本第三者割当により増加する議決権数（6,000個）を加えた数で

除して算出した数値であります。

 

６【大規模な第三者割当の必要性】

　該当事項はありません。

 

７【株式併合等の予定の有無及び内容】

　該当事項はありません。

 

８【その他参考になる事項】

　該当事項はありません。

 

第４【その他の記載事項】
　該当事項はありません。
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第二部【公開買付けに関する情報】
　該当事項はありません。

 

第三部【追完情報】

１．資本金の増減

　「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第８期）に記載された資本金の額は、本有価証券届出書提出日の

前日までの間において、以下のとおり増加しております。

年月日
資本金 資本準備金

増減額（千円） 残高（千円） 増減額（千円） 残高（千円）

平成28年８月１日～

平成29年１月31日
27,474 1,613,627 27,474 1,573,627

　（注）　新株予約権の行使により増加しております。

 

２．事業等のリスク

　「第四部　組込情報」の有価証券報告書（第８期）及び四半期報告書（第９期第１四半期）（以下、「有価証券報

告書等」といいます。）の提出日以降、本有価証券届出書提出日までの間において有価証券報告書等に記載された

「事業等のリスク」について生じた変更はありません。

　また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在においても変更

の必要はないものと判断しております。

 

３．最近の業績の概要

　第９期第２四半期連結会計期間（自　平成28年11月１日　至　平成29年１月31日）における業績数値に関しては、

本届出書提出時点では決算処理中のため記載をしておりません。

 

４．臨時報告書の提出について

　「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第８期）の提出日（平成28年10月28日）以降、本有価証券届出書

提出日までの間において、以下のとおり、臨時報告書を提出しております。

 

（平成28年10月31日提出の臨時報告書）

１　提出理由

　平成28年10月28日開催の当社第８期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第

24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を

提出するものであります。

 

２　報告内容

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成28年10月28日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

取締役の定数を変更し、役付取締役の役職を追加するものであります。

 

第２号議案　ストックオプションとして新株予約権を発行する件

当社及び当社子会社の従業員に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項

の決定を当社取締役会に委任するものであります。

 

第３号議案　監査等委員でない取締役４名選任の件

山下修平、近藤正昭、亀山忠秀及び永浜英利を監査等委員でない取締役に選任するものでありま

す。
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第４号議案　監査等委員でない取締役の報酬額改定の件

監査等委員でない取締役の一事業年度あたりの金銭報酬の支給限度額を総額５億円とするもので

あります。

 

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第１号議案 49,145 138 － （注）２ 可決　99.39

第２号議案 46,827 2,456 － （注）２ 可決　94.70

第３号議案    （注）３  

山下　修平 49,235 48 －  可決　99.57

近藤　正昭 49,233 50 －  可決　99.56

亀山　忠秀 49,233 50 －  可決　99.56

永浜　英利 49,233 50 －  可決　99.56

第４号議案 49,180 103 － （注）１ 可決　99.46

　（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成によります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成によります。

４．賛成の割合につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権個数（委任状及び議決権行使書によるもの

を含む。）を母数に加算して計算しております。また、無効となった議決権の個数も母数に加算しておりま

す。

５．賛成比率算定にかかる議決権行使数のうち、株主総会当日出席による議決権行使数は、株主総会閉会宣言時

における出席株主の議決権数を基準としており、個々の議案の採決時に実際に議決権を行使した株主の議決

権数を必ずしも反映しておりません。

６．賛成比率の記載は、小数点第３位以下を四捨五入しております。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集

計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出

席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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（平成29年２月６日提出の臨時報告書）

１　提出理由

　当社の親会社である京橋興産株式会社（以下「京橋興産」といいます。）が、ケネディクス株式会社（以下「ケ

ネディクス」といいます。）との間で、京橋興産が保有する当社普通株式をケネディクスに譲渡する契約を締結い

たしました。それに伴い、親会社の異動及び主要株主の異動がありますので、金融商品取引法第24条の５第４項並

びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び第４号の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものであります。

 

２　報告内容

１．親会社の異動

(1）当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

親会社でなくなるもの

①　名称　　　　　京橋興産株式会社

②　住所　　　　　東京都渋谷区神山町20番37号

③　代表者の氏名　代表取締役社長　　山下　修平

④　資本金　　　　10百万円

⑤　事業の内容　　資産管理会社

 

(2）当該異動の前後における当社の親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する

割合

親会社でなくなるもの

京橋興産株式会社

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 74,219個 62.65％

異動後 61,809個 49.66％

　（注１）　異動前の「所有議決権の数」及び「総株主等の議決権に対する割合」は、平成28年７月31日現在の株主名簿

を基準とし、平成28年11月１日付で普通株式１株につき２株の割合で実施した株式分割を考慮しておりま

す。

　（注２）　異動後の「所有議決権の数」及び「総株主等の議決権に対する割合」は、上記株式分割を考慮の上、平成28

年７月31日現在の議決権総数（118,466個）に平成29年３月１日（予定）に払込手続きが完了する第三者割

当による新株式発行分（6,000個）を合わせた総株主等の議決権の数（124,466個）を分母として計算してお

ります。

 

(3）当該異動の理由及びその年月日

異動の理由　：普通株式譲渡のため。

異動の年月日：平成29年３月１日（予定）

 

２．主要株主の異動

(1）当該異動に係る主要株主の名称

主要株主となるもの　　ケネディクス株式会社

主要株主となるもの　　京橋興産株式会社

 

(2）当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

ケネディクス株式会社

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 482個 0.41％

異動後 18,892個 15.18％

　（注１）　異動前の「所有議決権の数」及び「総株主等の議決権に対する割合」は、平成28年７月31日現在の株主名簿

を基準とし、平成28年11月１日付で普通株式１株につき２株の割合で実施した株式分割を考慮しておりま

す。

　（注２）　異動後の「所有議決権の数」及び「総株主等の議決権に対する割合」は、上記株式分割を考慮の上、平成28

年７月31日現在の議決権総数（118,466個）に平成29年３月１日（予定）に払込手続きが完了する第三者割

当による新株式発行分（6,000個）を合わせた総株主等の議決権の数（124,466個）を分母として計算してお

ります。
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京橋興産株式会社

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 74,219個 62.65％

異動後 61,809個 49.66％

　（注１）　異動前の「所有議決権の数」及び「総株主等の議決権に対する割合」は、平成28年７月31日現在の株主名簿

を基準とし、平成28年11月１日付で普通株式１株につき２株の割合で実施した株式分割を考慮しておりま

す。

　（注２）　異動後の「所有議決権の数」及び「総株主等の議決権に対する割合」は、上記株式分割を考慮の上、平成28

年７月31日現在の議決権総数（118,466個）に平成29年３月１日（予定）に払込手続きが完了する第三者割

当による新株式発行分（6,000個）を合わせた総株主等の議決権の数（124,466個）を分母として計算してお

ります。

 

(3）当該異動の年月日

平成29年３月１日（予定）

 

(4）本報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数

資本金の額　　　　　　　 1,613,627,725円

発行済株式総数　　普通株式　11,988,400株

 

第四部【組込情報】
　次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書
事業年度
（第８期）

自　平成27年８月１日
至　平成28年７月31日

平成28年10月28日
関東財務局長に提出

四半期報告書
事業年度

（第９期第１四半期）
自　平成28年８月１日
至　平成28年10月31日

平成28年12月13日
関東財務局長に提出

　上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用して提出し

たデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドライン）Ａ

４－１に基づき本届出書の添付書類としております。
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第五部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

 

第六部【特別情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書  

 

 平成28年10月28日

株式会社　シーアールイー  

　取　締　役　会　御中  

 

 新日本有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 竹之内　和　徳　　印

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 守　屋　貴　浩　　印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社シーアールイーの平成27年８月１日から平成28年７月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、

当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用さ

れる。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統

制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評

価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社シーアールイー及び連結子会社の平成28年７月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

その他の事項

　会社の平成27年７月31日をもって終了した前連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前

任監査人は、当該連結財務諸表に対して平成27年10月29日付けで無限定適正意見を表明している。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書  

 

 平成28年10月28日

株式会社　シーアールイー  

　取　締　役　会　御中  

 

 新日本有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 竹之内　和　徳　　印

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 守　屋　貴　浩　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社シーアールイーの平成27年８月１日から平成28年７月31日までの第８期事業年度の財務諸表、すなわち、貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ

れに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財

務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施

に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す

る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

シーアールイーの平成28年７月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。

 

その他の事項

　会社の平成27年７月31日をもって終了した前事業年度の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人

は、当該財務諸表に対して平成27年10月29日付けで無限定適正意見を表明している。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成28年12月13日

株 式 会 社 シーアールイー

　取　締　役　会　御　中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 　公認会計士 竹之内　和　徳　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 　公認会計士 守　屋　貴　浩　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社シー

アールイーの平成28年８月１日から平成29年７月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成28年８月１日

から平成28年10月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年８月１日から平成28年10月31日まで）に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について

四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社シーアールイー及び連結子会社の平成28年10月31日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しています。

　　　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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